
パワーストーン新認定教材

などのマークは、各アソシエイツの略称です。ALL　BS

商品購入は対象アソシエイツ会員のみ

【 アソシエイツの表記 】
ＡＬＬ: 全会員

ビーズジュエリーフィールド

ファブリックフィールド

刺　繍

ＡＢ：ビーズステッチ教授
ＡＪ：ジュエリークロッシェ教授
ＢＡ：ビーズアート
ＢＰ：ビジュー・ド・パリ
ＢＳ：ビーズステッチ
ＢＷ：ビードルワーク
ＣＭ：チェインメイルジュエリー
ＪＣ：ジュエリークロッシェ
ＪＣＤ：ジュエリークロッシェディプロマ
ＬＪ：リリアンジュエリー

ＭＣ：マクラメジュエリー
ＭＪ：モードジュエリーメイキング
ＰＳ：パールストリング
ＷＬ：ワイヤーレース・ジュエリー

ＤＣ：ジュエルデコレ
ＦＤ：ファッションデコ
ＪＰ：日本パワーストーン
ＳＷ：ビジューデコスイーツ
ボタンＢ：ハンドメイドボタンベーシック
ボタンＣ：ハンドメイドボタンクリエイティブ

ＣＦ：クチュールフローラ
ＨＦ：オートクチュール・フルール
　　 スタイリングコース

ＹＤ：ゆび織り
Ｓ-ＢＪ：ビジューストーンアクセサリー
Ｓ-ＣＣＪ：クリスタルコスチュームジュエリー
Ｓ-ＨＰ：ヘアピンレース
Ｓ-ＳＯ：ソウタシエ
Ｓ-ＴＪ：タッセルジュエリー

すし：デコ巻きずし
ゼリー：フラワーゼリーケーキ
もち：デコもち

ＣＣ：クロッシェカフェ
ＬＴ：リビングアート手織
ＳＤ：裂き織り
ＷＢ：輪織り

ＨＢ：オートクチュールビーズ刺繍
ＳＯＤ：ソウタシエジュエリーディプロマ

フローラルフィールド

ゼネラルフィールド

スペシャリテ

フードアート

月刊 楽習フォーラムカタログ月刊 楽習フォーラムカタログ

□ 商品に関するお問い合わせ 03－6362－0801（営業）　□ 注文に関するお問い合わせ 03－6362－0805（業務）

楽習フォーラム /（株）オールアバウトライフワークス　〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-20-8-６Ｆ

FAX注文受付専用　　※注文専用の FAX用紙をご使用ください
03－6684－1029（FAX）

楽習フォーラム会員専用オンラインショップ

https://www.gakusyu-forum.net/kaiin/

※商品についての注意事項（例/レシピなしキット）はオンラインショップをご覧ください。
在庫限りで販売終了となる商品もありますのでご注意ください。人気商品は欠品になる場合が
ありますので予めご了承ください。

標準価格 / 標準価格 /

デザイン /

標準価格 /

デザイン /デザイン /

標準価格 /

※表記価格は全て税込み(税率8％)です

ウエストヴィレッジ

掲載商品は7月より発売中です

2017.8 月号

新発売新発売

4,968円

全米で根強い人気のチョーカースタイルのラリ
エット。 首元に映えるころんとした絶妙なボ
リュームは、 トラップドビーズのなせる技。

21051

55097

55091

55092

55093

55094

5509555098

ノリータ
4,320円

21054

トラップドビーズのラリエットチョーカー

● 仕上りサイズ　編み地長さ 約 18 ㎝

ＣＭ ＣＭ

ゲネス多絵

2,970円
歴史ある編みのモダンな曼荼羅モチーフで、 幾重に
も魅せるチェインメイルの可能性を腕にまとって。

21053
ケルティックマンダラのブレスレット
～モダニスト～

ゲネス多絵ゲネス多絵

4,860円
セミフォーマルにも合うジュエリーをとデザイン
された、 クラス感と着けやすさが嬉しい一品。マン
テルの位置で表情が変わります。

21052
レーシーチェーンのトグルネックレス
～シュガー＆クリーム～

ＣＭ

対象：ＪＰ

● 仕上りサイズ　約 45㎝
（サイズ調整分＋約 4㎝）

● 仕上りサイズ　約 18.5 ㎝
（サイズ調整分±1.5 ㎝）

Le.2 Planet
 デザイン / 金子真里子
標準価格 / 4,320円

Le.1 Harmony
 デザイン / 吉村有加里
標準価格 / 5,184円

Le.3 インフィニティ
 デザイン / 坂入摩美
標準価格 / 5,940円

Le.4 健康のお守り
 デザイン /日本パワーストーン協会 
標準価格 / 6,480円

Le.5 
Change for the better

 デザイン / 金井正子
標準価格 / 4,644円

Le.6 Affection
 デザイン / 岩部直子
標準価格 / 4,104円

Le.7 Good luck
 デザイン / 田阪かおる
標準価格 / 3,456円

Le.8 穏やかな心

日本パワーストーン
認定教材セット(8種類)

 デザイン / 三武文子
標準価格 / 6,264円

標準価格 /

40,392円

Le.1

Le.2
Le.4

55096
Le.6

Le.7

New!

Le.5 Le.3Le.8

55091

55092

55093

55094

55095

55096

55097

55098

55099
◆共通事項
・ 石の組み合わせ
・ ワークシート
・ 審査記録用紙

◆違い
・ 新教材はレシピ、
必要商材が封入さ
れています

・ １枚の審査記録用紙に審査シールを新・旧混在しての認定申請が可能
・ 旧教材は在庫限りで終了
・ 新は旧に比べワイヤーワークが多少多く採用されています
・ 新教材で指導をされる方は伝達セミナーに参加された先生から技術伝達を受けるか、
  ９月中に発売予定の通信講座に同梱される、テキストもしくはDVDを単品購入いただき
  ご活用される事をおすすめします

【 新・旧認定教材について 】



標準価格 /各

標準価格 /各

標準価格 / 標準価格 /

標準価格 /

標準価格 /

標準価格 /標準価格 /

5,400円

4,320円

ワイヤーフレーミングの鉄板、3点留めでつくる大きめのペンダント。
ソーダライトの深い青がシックな大人のイメージ。柔らかな色合いと
縞模様が魅力のブルーレースアゲートは、爽やかで優しい印象に。

4,860円
14994

14995

14994

14998

14999

ソーダライト 14996

14996

グリーン 14997 ピンク
5,400円

14995 ブルーレースアゲート

３点どめペンダント

小林勝先生オリジナルのフレーミング技法で作る
ブレスレット。

14997

シンプルフレームブレスレット

ＡＬＬ

2,000円

特注パーツ・スワロフスキー・キュービックジルコ
ニアパーツ・サテンコード・バロックパール・
チェーン・シードビーズ・メタルパーツなど6000
円相当を詰め込んだ特別パック！

1,296円
人気ビーズアーティスト14名の作品とレシピを収
めた、ビーズファン必見の一冊。

13997

10445
Bead Art 22号(2017年 夏)

3,980円
東京都美術館で開催されたAJCクリエイターズコ
レクション2017年の受賞作品113点と特別展示作
品を掲載。

10444
作品集　AJCクリエイターズコレクション2017

うきうきビーズパック

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

150個
限定

11,340円
ハンドメイドに便利なメガネタイプの拡大鏡。レ
ンズの差し替えと跳ね上げが可能で、眼鏡の上か
らもかけられます。

27824
クロバー　クラフトルーペ(1.6倍&2.0倍)

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

取り替え可能！
レンズ２枚入り

デザイン / 小林勝

小林先生オリジナルのフレーミング技法で作るイヤリング。

14998 アメシスト
14999 グリーンアメシスト

シンプルフレームイヤリング デザイン / 小林勝

デザイン / 小林勝

（石：グリーンアメシスト・ローズクォーツ）

（石：グリーンアメシスト）

※表記価格は全て税込み(税率8％)です


